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ワールドクラスの
医薬品プロセスソリューション

GEA社は固形製剤および液状製剤の製造システムを

提供するグローバルな企業です

GEAは、エビデンスにもとづいた革新的な製造技術のご提案により、
医薬品（バイオ含）産業のためのプロセスソリューションを提供します。

長年の経験と実績により、様々な重要プロセスの分野で貢献いたします。

例えば、

 固形剤連続生産（造粒、乾燥、打錠、コーティング等）

 凍結乾燥

 封じ込めマテリアル・ハンドリング

 ワクチン製造

 血液処理 等
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固形製剤： 粉体ハンドリング、 造粒、乾燥、打錠
及びコーティング

バッチ方式、連続生産方式かに関わらず、GEAはお客様の固

形製剤生産を 適化するノウハウと製造機械そしてトータルシ

ステムを提供します。

GEAの革新性は、その全て発想が既成概念にとらわれないこ

とが新規開発の基本です。柔軟性、機能性、精度、制御を基

本としています。

GEAは以下のような難しい医薬品に対しても、統合型のシステ

ム技術を提供します。

高活性 APIs

口腔内崩壊製剤

徐放製剤

多層構造ペレット 等

さらに、封じ込めのエキスパートとして、徹底的なリスク分析を

行った上で、封じ込めプロセス用の多くのソリューションを提供

します。GEAの技術はその信頼性、柔軟性及び経済性で世界

的に高い評価を得ています。

受賞歴のある連続プラットフォーム

2015年 GEAのConsiGma™テクノロジーにより、Vertex Pharmaceuticals が治験を目的として

FDA (食品医薬品局) の承認を受け、連続製造プラットフォームを使用した開発と市販用の製造

を行った 初の製薬会社となりました。

そして、PfizerやG-CONとも協力し、GEAの小型化された ConsiGma™ 25ユニット型を基盤とした、

医薬品生産用のポータブルで連続式の小型モジュール(PCMM)ソリューションの次世代開発を行っ

ています。

さらに、2016年には「ポータブル連続式小型モジュール (PCMM) 共同制作」事業による装置の革

新が認められ、Pfizerがその年のISPE 優秀施設賞(FOYA) を受賞しています。受賞についての

コメントで、Pharma Solids副社長のFrans K.A. Maas氏は次のように明言しています。

『私たちはGEAのConsiGma™連続式製造テクノロジーを基盤としたこのプラットフォームが、伝統

的なバッチ式テクノロジーと比較して、ジェネリック医薬品や処方薬の両方で大きな利益をもたらす

ことを確信しています。』
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GEAとSiemensは製薬業界における連続生産プロセスの向上

のために提携を行いました。Siemensライフサイエンス課グ

ローバルアカウント及びプロジェクト開発責任者のBart Moors

氏は次のように説明しています：『Siemensは2007年、Merck

とGlaxoSmithKline (GSK)を含むいくつかの主要な顧客ととも

に、非連続プロセスに重点を置いたPAT構想に着手しました。

その2年後、この連携を再検討する中で、GSKが問題を提示し

てきました：「連続プロセスでバッチベースシステムを実行する

ことは可能か？」 その後、GEAとの共同構想が、統合された

連続固形剤製造ラインを医薬品とライフサイエンス業界にもた

らし、そのコンセプトが実証されました。』

『歴史的に』とGEA、Pharma Solids副社長Frans K.A. Maas

氏は付け加えます。『製薬業界は単一サンプルから プロセス

データを収集し、その情報は紙ベースのハードコ ピーとして記

録、保存されてきました。

しかし、自動シス テムの開発と導入が90年代半ばに加速する

と、作られた 膨大なデータ量を管理することができなくなりまし

た。 私たちは、自身に問いかける必要に迫られました：すべて

のデータをどうするのか。そして、どうすればリスクを減らし、品

質を高めることができるのか。』

20年以上もの間、固体製剤のバッチ生産が製薬産業の主役

でした。高い収益性が得られたため、企業に革新や新しい製

造技術の開発によるリスクを負う必要性はほとんどありません

でした。 しかしながら、ブロックバスターの時代が終わると、医

薬品の研究開発費が増大しハイリスク産業であることが認識さ

れるようになりました。

連続生産ラインは、高価な新規装置や専門施設がなくても、処

方開発と実験計画によって、新規医薬品やジェネリック医薬品

の臨床試験やスケールアップによる商業生産レベルまで、あら

ゆる製品量のプロセスに対応することが可能です。 製品化ま

でのプロセスは迅速で、拡張性があり、万が一深刻な問題が

発生した場合でも、必要に応じて部分的に排除することが可能

です。

『GEAはグローバルな製薬企業からポジティブな反応を得てい

ます』とFrans氏は付け加えます：『とりわけ小規模企業は、

GEAやSiemensとの連携が、連続プロセスの導入をより安全

(低リスク)で容易にすると評価しているようです。』

近年、規制当局による圧力と医薬品開発へのアプローチの変

化は、製薬業界がバッチ式から連続生産に移行する動きに拍

車をかけました。現在、GEAとSiemens、そして世界（FDA、

EMA、PMDA）＊は、連続製造を主流とする方向へ大きなシフ

トしています。

＊FDAやEMA等の見解をリファレンスする

PAT技術による高度化-連続生産による錠剤製造
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過去20年の間に、より活性度の高いAPIの開発や規制当局

による健康と安全への指摘から、製薬産業における封じ込

めプロセスへの需要は著しく増加しました。

封じ込めへの関与は、固形製剤製造で、極めて重要となっ

ています。医薬品有効成分(API)は、即効性があるとして

分類されている(OEL <10μg/m3)すべての新規化学薬品

(NCEs)の50%以上でますます有効性が高まっています；

同時に、オペレータの衛生と保護については、世界中でこ

れまで以上に注視されてきています。

封じ込めは、バリアーにより製品から作業者をセパレート

します。封じ込めは、あるエリアから別のエリアに輸送さ

れる際のあらゆるマイナスの影響(コンタミネーション)を

防止するために使用され、逆の場合もまた同様に使用され

ます。製薬業界はなぜ封じ込めに興味があるのでしょうか。

それには2つの理由があります：1つはオペレータの暴露も、

もう1つは交差汚染をなくすことです。では、どれくらい

封じ込めが必要とされているでしょう。

GEA封じ込めテクノロジー営業部長のDavid Johnsonは次

のように言っています。『重要な点は、装置と封じ込め性

能に対する要求レベルは、単に製品の暴露限度(OEL)を測

定するだけの問題ではありません。これはありがちな誤解

であり、結果として業界内では規定限度を超える傾向があ

ります。』

彼はこうも説明しています：『過度に複雑なソリュー

ションを選択することは、システムの操作が非常に面倒

で、洗浄やメンテナンスを困難にし、高価すぎることを意

味します。特定のソリューションが「十分である」と示

すことは 問題になるかもしれませんが、それは可能です。

封じ込めを理解し、製品、オペレータ及び装置から判断

することで、私たちは技術的に優れ、より価値のあるソ

リューションを作り出すことができるのです。』

いかに封じ込めが必要か？

理想の世界では、オペレータは有害物質の一分子にもさ

らされることはないでしょう；しかし、現実の世界にお

いて、これはまったく不可能です。主に3つのことが言え

ると思います。即ち、どのレベルの封じ込めが必要か、

そしてどのような封じ込めが最良か、そして取り扱われ

るAPIの成分 －特に活性度が極めて重要です。

ADE(一日暴露量許容範囲)は、オペレータが吸収しても健

康への悪影響がないとされる、特定の製剤原料の絶対量

を明確にしています。OELは、オペレータの健康に悪影

響を与えないとされる、製造ルーム内の空気中に許容さ

れた製剤原料の最高濃度を明確にしています。粉塵吸入

は、オペ レータの安全衛生にとって最大のリスクである

ことが認められています。

BUCK® MC Liteは、極めて効果の高い固体製剤製品の封じ込 め
輸送のための 軽量のスプリットバタフライバルブです。
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要約

封じ込めは、製品、装置性能及びオペレータの作業内容の特

徴によって決まります。オペレータ暴露は、使用されている装

置のタイプ(製品希釈レベルと操作頻 度)に依ります。

暴露を完全に防止できない場合、雇用主は適切な装置を使用

して、オペレータの有害物質RDIが製品固有のADEを超えて

いないことを保証しなければなりません。上記が適切な装置に

よって保証されていない場合、企業が追加で以下の個別予防

対策を取らなければなりません。

•リスクの原因の除去

•危険物に代えてより危険の少ないもので代用

•プロセスの変更

•暴露を削減するため、エンジニアリング技術の採用

(封じ込めハンドリング)

•管理上の手順の改善(SOP)

適切な封じ込め装置の選択、配置及び実施は、困難な作業

かもしれません；全行程に亘る深い理解が要求され、まず選

択された機器が必要なレベルを発揮するかを確認し、一方経

済性の面から過剰な装置とならないように高価で不要な投資

を避けなければな りません。

GEAは、封じ込めマテリアル・ハンドリング用の多種多様な強

固で 適なハードウェアソリューションを提供するだけでなく、

封じ込めリスク分析の十分な 理解を基に、 適な解決法を提

案いたします。

GEAは、いつどこでどのようなレベルの封じ込めが必要である

かをアシストし、アドバイスすることができます。製造プロセスを

適化し、効率的で、安全で、費用効率が高いものを実現しま

す。

当社は、現在のため、未来のために、製薬業界向けのオー

ダーメードによる封じ込めを提供いたします。

目に見える製品封じ込め輸送と効果が高い製品の安全な取り扱
いのため、使い捨てのHicoflex®システムは、取り付けが早く、
容易に使用することができます。

GEAは、原料からコーティング錠までの完全に統合した封じ込め
システム全体を供給することができます。

オペレータの安全と製品保護の両方がますます強調されるように
なっていることから、GEAは医薬品の封じ込めを開発しました。
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固形製剤： 連続生産

連続生産は、固形製剤の医薬品生産におけるパラダイムシフ

トであり、より早い製品開発やコストの削減に加え、PAT技術

展開による品質安定性の向上も実現可能で、生産の柔軟性を

目指す医薬品業界のニーズにマッチしています。

バッチ製造のようなスケールアップが不要で、開発時間と費用

の劇的な削減につながります。さらに、リアルタイムの品質保

証は、プロセス条件及び製品品質を継続的に監視可能なイン

ラインPATシステムによって達成されます。

これにより、リアルタイムでの出荷が可能となり、製品ロスを削

減可能です。

米国食品医薬品局(FDA)が製薬業界に対して連続生産のコン

セプトを準備するようアドバイスを行ったときには、GEAはすで

にそのコンセプトを保持していました。2007年以来、連続生産

の検討を実施し、世界初の連続生産に適合した湿式造粒ライ

ンを開発しました。
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連続生産のConsiGma™ の製造システムは、機械の設置面

積は、バッチプラントに比べ約70％小さく、よりコンパクトに工

場を立ち上げることができます。GEAは2016年時点で、世界

中に47を超える連続製造設備の実績を有しています。

日本国内特許番号 ：第5918808 号

柔軟性と拡張性

連続製造1ラインにより、新規医薬品やジェネリック医薬品

の処方開発、臨床試験からフル生産に至るまであらゆる製

品量のプロセスに対応することが可能です。
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粉末からコーティング錠まで、そしてR&Dからフルスケールで

の製造まで、経口固形剤生産用の複雑なバッチプロセスでの

技術を幅広く提供できるサプライヤーは他にありません。

アプリケーションに関わらず、いかに困難な取り組みであろうと、

GEAの封じ込め粉体ハンドリング、造粒、乾燥、打錠及びコー

ティングソリューションが、皆様の要 求条件をクリアします。

技術の組み合わせにより、標準のプロセスモジュールの豊富

な中から選択することができます。

造粒

製薬業界において、錠剤は依然として もよく生産される経口

製剤の形状です。打錠の前に、その流動性とプロセスの特性を

高めるため、ほとんどの良質な医薬品において造粒を必要とし

ます。粉体のくっつきと顆粒形成を 可能にする造粒は、医薬品

製造におけるもっとも重要なユニット操作の一つです。

GEAの技術の中から製薬業者はありとあらゆる造粒及び打錠

テクノロジーを利用することができます。（それらすべてには、

特定のアプリケーションごとの長所と弱点があります。）しかし、

造粒の理論はあまり理解されておらず、装置と造粒方法の選

択は、厳格な科学的手法や費用対効果の基準よりも、伝統や

オペレータの経験に基づいて行われることが多くあります。

アプリケーションまたは必須要件に関わらず、GEAが提供する

すべての造粒及び乾燥設備は実証済みテクノロジーと個々の

ソリューションによる独自の組み合わせになっています。規格

部品を基に、当社はお客様の特定要件を満たすために構成さ

れたcGMP生産設備を提供します。

シングルポットプロセス

柔軟性のある小規模プロセス用AirConnect™

固形製剤： 連続生産システム（バッチ連続）にも
組み込まれるGEAの各種固形剤製造技術
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優れた打錠

最新の打錠技術の唯一のサプライヤーとして、当社の革

新性には独自の２つの制御技術－質量と硬度と密度の精

度の高い二重の制御及びそれをモニターするPAT対応の技

術を含んでおります。

錠剤の重量は予圧で、硬度は本圧で制御されます。結果と

して、錠剤の重量及び硬度は、標準打錠機において同時に

連続した制御が可能となります。

GEAは予圧で打錠のスピードを減速することなく、有効

圧縮時間の変更が可能です。(最大300％まで)

この機能により、機械の速度に関係なく予圧での有効圧縮

時間を増加させ、より高い製造能力と安定した錠剤の品質

を生み出します。

さらに、打錠スピードを変更した場合でも、有効圧縮時

間を一定にし、錠剤の品質に影響はありません。その他

のユニークな特徴は、不揃いな粉の安定したフローと均

一な配列やデータ収集と分析、最新のプロセス制御技術

があげられます。

マテリアル・ハンドリング

GEAは封じ込め技術における多くの経験やグローバルな製薬

産業や健康食品産業への統合された技術を通じ、マテリアル

ハンドリングの信頼されるサプライヤーです。

GEAは、粉体ハンドリング、中間バルクコンテナ (IBC)シス

テム、封じ込めバルブ、コンテナシステ ム、コンテナブレン

ダー、錠剤ハンドリング及び IBC洗浄を含んだマテリアル・

ハンドリングテクノロジーにおける優れたリーダーとなるた

め、世界中の何千という設備の供給を通じ、品質とサービス

における評価を高めてきました。

当社の代表的な特殊機能は、医薬品固形製剤用施設の各種技

術とBUCK®社の封じ込めテクノロジーとの統合にあります。

BUCK® MC Liteは、極めて効果の高い固体製剤製品の封じ込め輸
送のための 軽量のスプリットバタフライバルブです。

MODUL™ Q ロータリー打錠機
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固形製剤： GEA Pharma Solids センター

200m2の技術スペースを含む全設置面積1,100m2に は、経口

固形製剤用のテスト、開発及び 適化における 新技術を凝

縮したGPSCが設置され、連続製造のすべてのテクノロジーを

提供しています。

コストの分析やプロセスの取りまとめから実際のシミュレーショ

ンテスト、等のサービスを提供いたします。

GPSC提供

• 連続生産装置を使った実演とテスト

• 講習会

• 実際のラボでの実験

• 医薬品の開発補助

• CQA評価サポート

• 新しいコンセプトのテスト(装置及び 新の制御)

• ラボから生産までのスケールアップ(1:10)

•  GEA装置についての理解と性能を向上するための、

プロセス開発/改善

プラントや装置への信頼されるメーカーとして、GEAは世界中

のお客様に製品やプロセス開発の重要なパートナーでありた

いと考えています。

GEAは自社の持つ 新の技術と産業界のプロセス技術を結

び付け、お客様が開発の成功確率を高め、新しい用途開発の

お手伝いをしたいと考えていま す。

GEA技術センターのテスト設備や専門のチームは、全ての過

程を 適化し、お客様の製品を評価し、製造プロセスと製品化

の実現に貢献致します。

革新的ポートフォリオ

GEAは、史上初の連続高せん断造粒機、乾燥及び錠剤

化システムを含む粉体ハンドリングから造 粒、ペレット化、

乾燥、打錠及びコーティング までの錠剤化テクノロジーの

包括的品揃えを提供します。それはOSDプロセスに革命

をもたらすことでしょう。

ベルギー、ヴォンメルゲム のGEA Pharma Solids センター

（GPSC）は、現在と将来の製薬業界のために、全面的な

サポートを致します。
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ラボ、パイロット、または実生産のスケール において、GEAが

提供するすべての固形剤製造技術の評価分析が可能です。

• IBCブレンダー

• 高せん断造粒機

• 流動層FlexStream™造粒機

• 流動層トップスプレー造粒機

• シングルポットプロセス

• 流動層FlexStream™乾燥

• 流動層FlexStream™コーティング

• 流動層精密コーティング™

• 押し出し/粒子化

• 打錠成型

• 整粒/較正

連続生産が皆様の製造にもたらすあらゆる可能性を調査分析

が可能です。

• 連続錠剤化ラインCTL™ 25

• 連続直接打錠ラインCDC™ 50

• オフライン継続式フィーダーCF

• ConsiGma™ 1

• ConsiGma™ 塗布装置

世界的なサポート

皆様のプロセスの品質の向上に重要なパラメータを調整し、重

要品質特性が要求されるレベルになるようサポートすることを

通じ、新製品が早く効率的に上市できるようにお手伝いします。

新しい試みやテストの計画、実験またはトレーニングが必要な

場合は、いつでもご相談ください。固形製剤に対する長年の経

験と実績から、当社の技術者はお客様のご期待に沿うことが

できます。世界のどこでも、いつでも、どのような用途にでも、

迅速に対応いたします。
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液状製剤： 無菌プロセス技術

医薬品の原薬（API）および製剤製造には、高い品質確保のた

め、製造プロセスバリデーションが必須です。

GEAは長年に亘り培われた知識・ノウハウをもとに、cGMPの

各ガイドラインに従い、FDAやEMAの要求基準に適合する

新のプロセス・技術を提供致します。

API製造でのGEAが提供するプロセス技術は、発酵、 清澄化、

膜濾過や分離、ホモジナイゼーションや 微粒子化、結晶化、

濃縮、凍結乾燥や分画化分等を含め、既に多くのプロジェクト

でそのエビデンスを確立しています。

幅広いサービスやプロジェクト管理のご提供により、お客様の

用途に合わせた個別の解決策を提供致します。

全ての設備はお客様との密接な協力の上で設計されており、

用途に完全に合致するプロセスを御提供致します。
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プロセス管理や製造への関与、GMP要求基準への適合、丁

寧な製品の取扱い、効率的な有効成分の回収と信頼性の高

い スケールアップ等の豊富な経験からワクチンやホルモン、

その他の治療薬品をバイオ技術を用いて製造、製造する為の

モジュールやプロセス機器、プロセスプラントを御提供します。

機器の専門家

GEAの技術は、発酵、機械的分離、ホモジナイゼーション及び

細胞破壊、凍結乾燥、無菌噴霧乾燥、プラント制御 システム

（SCADAおよびMES）などを含みます。

各国の厳しい規制当局の要求条件に準拠し、計画段階から建

設およびターンキープラントの自動化やプロセスラインでGEA

はお客様指向のプロセスを開発・提供します。

バイオリアクター、培養槽および容器

GEAはあらゆる微生物または細胞の培養プロセスのニーズ

を満たせる幅広い製品（調合、圧力容器、培養槽、バイオリ

アクター）の設計・製造を行います。

GEAの提供する調合や圧力容器は、新しい仕様基準となり、

お客様に大きな競争力ももたらします。各種容器および圧力

容器の表面や溶接部は、GMP / FDA基準により研磨され、

洗浄の際に障害となる小さなデッドスペースさえも除去されま

す。

医薬品製造と医薬品有効成分（API）の製造には、非常に高い製品

品質と純度の規格および検証された製造プロセスが求められます。

液状製剤： バイオ医薬
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液状製剤： バイオ医薬

我々のシステムの特徴は、滅菌仕様と高い品質の構成機器

で完全自動化システムの他、温度制御機器、攪拌、エアレー

ション、脱気や注入用 の各種機器により構成されています。

分離装置

製薬バイオテクノロジーの要求レベルは高く、無菌プロセス管

理、 適な洗浄能力、封じ込め状態での製品の取扱い、丁寧

な製品の処理や有効成分の効率的回収と、信頼性の高いス

ケールアップなどが必要とされます。この分野向けに特殊設計

された分離装置により、GEAはこれらの要求条件を満たします。

ホモジナイザー

細胞破壊：GEA社製ホモジナイザーには、可能な 低圧力で

細胞破壊を 適に行えるよう特別に設計された高効率バルブ

が装備されています。FDAおよびcGMPのガイドラインに準拠

するように設計されており、材料証明およびトレーサビリティ

チャート、FAT / SAT手順書、IQ / OQ書類を含む書類一式が

付属しています。

微細化には、ダイナミックな高圧ホモジナイザーを用い、液体

医薬品の粒子のサイズを小さくし臨床効果を高める為有効成

分の分散化を安定させることを含んでおります。 適化された

粒子の微細化と均一な分布は、APIのバイオアベイラビリ

ティーとドラッグトレランスが向上したことを意味します。

流体設備

当社の供給範囲にはマテリアルハンドリング、混合およびブレ

ンダー、保管、製品の包装、製品回収、SIP／CIP、自動化技

術が含まれます。そして、基礎から詳細までのエンジニアリン

グ業務、設計、建設、設置、試運転を通して、 我々は標準化さ

れたモジュールを組み合わせることにより、高度な処理設備を

提供することができます。

ポンプ：

GEAは遠心式、自吸式、ロータリピストン式など 様々なポンプ

を提供しています。これらは死角のない流路を確保し、均等に

優しく流体を送ることができ、高い製品品質を保証するとともに

エネルギーを 小限に抑えるように設計されています。

バルブ：

配管設備の中核部品であるGEAのバルブは、信頼性、効率性、

メンテナンスの容易性、長寿命という点で世界から高い評判を

得ています。GEAは 善の組み合わせを設計段階から提供で

き、お客様の求める 先端の工場を建設・ 維持管理に貢献し

ます。

インラインプロセスの接続：

デッドレッグの無いプロセス機器やプラント機器を閉鎖システ

ムにするマトリック配管 システム、制御機器や製造プロセスの

見える化の為の各種 センサー、CIP / SIPシステムとGEAの

VARINLINE®インラインコントロールと測定技術により、標準

のプロセスモジュールに簡単に接続できる先進のプロセス機

器を幅広く提供致します。

タンク安全システム：

プロセスタンクを安全かつ効果的に洗浄し、過大圧力や負圧

からタンクを保護し標準コンポーネントに基づいたモジュール

技術により、設備の有効性と製品品質および洗浄再現性を保

証します。タンク安全システム（VARITOP®）は特定のプロセス

パラメータ、洗浄方法、CIP /ガス管理要件に合致するように構

成可能で、あらゆるサイズと形状のプロセスタンクの安全性と

衛生性を保証します。
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膨張コンペンセータ：大型で硬質なバルブマトリックスで

は、制御外の熱膨張が原因でパイプやバルブハウジン

グが変形し、製造プロセスを 損なう可能性があります。

当社の膨張コンペンセータ（VARICOMP®）はバルブマト

リックスや固定プロセスパイプシステムに特に適しており、

熱応力の克服と故障時間を抑えるために有用です。

VARICOMP®の利点としてはコンパクトかつポケットフ

リーな設計です。また、CIP／SIPにも 対応、衛生的かつ

無菌性プロセスの操作に 適 です。

GEA技術への投資

韓国の医薬品メーカーが韓国で現在建設中の新工場へ

の製造設備の供給会社としてGEAが選ばれました。

GEAは遠心分離機および培養槽、流体装置、ホモジナイ

ザー、大量のバルブを含むインスリン生 産用の２ライン

を供給する予定です。数百万ユーロの注文は2017年に

完了する予定であり、 両社間の友好的ビジネス関係をさ

らに強化することで予定されています。

今回のプロジェクトにはヒト免疫グロブリンG型の断片の

生産のためのGEA VESTA®バルブを搭載した培養およ

び培地調合ラインのための装置２ライン分が含まれます。

GEAは現在、更に大量のVESTA®バルブを含む機器につ

いて交渉をしています。この契約はGEAの歴史において

（無菌製薬設備の）過去 大の受注となり、バルブ技術が

バイオ医薬品分野に利用されるという点で画期的なことで

す。
ラボ用PandaPLUS 2000ホモジナイザー

パスファインダー、ラボ用分離装置用のフレキシブルな精製器
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ワクチン

GEAはワクチン製造プロセスにおいても豊富な経験と専門知識

を有し、 適なプロセス設計と 短でのプロセス の立ち上げを

提供致します。

活性／不活性（細菌およびウイルス）、トキソイド、免疫抗原の

いずれのワクチンも培養槽およびバイオリアク ターで、また鶏

卵を用いた培養にも対応可能です。

GEAはバクテリア、イースト、ママリアンセル、ウイルス用の培

養システムのフルラインで市場を牽引するサプライヤーです。

これらのラインには媒体調整槽と製品用タンクの他に下流のプ

ロセス機器、例えば細胞と製品の分離細胞の破砕用の ホモジ

ナイザー、その他に精密濾過や限外濾過装置を組み込みトー

タルでの御提供も可能です。

特別なセパレーターとフィルターシステムを統合することで、壊

死組織片の除去と化学作用によるウイルス不活性化が可能に

なります。クロマトグラフィーなどにより更に精 製を行う場合は

他のメーカーの装置との組み合わせも可能です。

振動攪拌システムを備えた嫌気性破傷風培養槽（ 大1000L）

• 特別な撹拌機および破砕機を備えた百日咳培養用の好気

性培養槽

• 各種抗原（酵母培養およびB型肝炎（HBsAg））用の 先

端生産機器

• 例としてポリオ、狂犬病、口蹄疫（FMD）のためのウイ ルス

細胞培養システム

GEAのワクチン技術

• 発酵

• 機械的分離

• 高圧ホモゲナイジング

• 媒体調製および処方

• 凍結乾燥または無菌噴霧乾燥

• 不活性化および廃棄物処理
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GEAの優位性

当社が成功を収めることができたのは、新しく開発さ

れた技術を実際に使用される現場に迅速に適合さ

せたことです。これによりバイオ技術の分野での高

度な要 求を満足することができました。

GEAは医薬、微生物、細胞培養プロセスに必要な

モジュール方式を一社で提供することができます。

当社は、お客様のプロセステスト、結果の安全性を

確実にする 適な機器選定、上市までの時間を

短にする専門知識と経験を持っています。

全ての容器は単体もしくは完全に機能するモジュー

ルに組まれた自動化プロセ ス機器として供給され、

攪拌機やホモジ ナイザー、流量制御技術、電気制

御装置や配管システムと共に現場で組み立てられ

ます。ハザード対応のオプションも提供可能です。

品質証明

• cGMP/FDA/EMA

• PEDによる製造（欧州圧力機器指令）

• 国際認証ASME Uスタンプ

• 中国製造ライセンス（SELO）

• 品質計画と材料のトラッキング

• 独自の非破壊検査

• 溶接継ぎ部の検査書類

• 証明書（IQ/OQ）

• DIN EN ISO 9001に基づく品質管理システム

百日咳発酵システム

ワクチンの世界市場は新製品の導入や世界の多くの地域での

使用量の増加により、近年、特にアジアで急成長を遂げていま

す。

北京にあるバイオ製薬会社は主に細菌およびウイルスワクチ

ンを研究・開発および生産しており、新規培養システムの導入

を検討しました。

同社はGEAの培養システムを高く評価し発注しました。

現在、設置・運用されており、同社は吸着型無細胞百日咳複

合ワクチンを自社の製品群に加え、より多くの人々がより良く

安全で健康な生活を送るために貢献できると確信します。
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凍結乾燥製剤

凍結乾燥

GEAは凍結乾燥および自動ローディング／アンローディン

グシステムに関して、60年以上の経験と全世界で1000件を

超える納入実績を持ち、高品質の無菌生産システムを提供

致します。

ISO 9001の認証取得、cGMPおよびGAMP、その他関連

ガイドラインに準拠しています。

当社の知識と経験は、棚板、チャンバー、設計を革新的な

ものにし、設置面積の 小化、消費エネルギーの削減、製

造コスト低減、1回当たりの運転時間を削減といった面にも

生かされています。

GEAは無菌製造、総合的ソリューションに関して製薬、 医

療、バイオテクノロジー業界のあらゆる局面に効率的かつ

高品質な製品を提供することができます。

噴霧乾燥

高価な無菌製剤では、シェルフライフ（保存期間）は重要で

す。無菌の液体を安定した固体状態に変換する従来の方

法は凍結乾燥です。しかし今、代替手段があります。より良

い医薬品の製造の為、噴霧乾燥が多くの製薬会社で急速

に選択され始めました。

この超高速で連続的で優しい乾燥技術は、顆粒の品質を

規定する上でのユニークな方法となり、過去には例のない

優れた組成や移送システムを可能にしました。
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総合的なバイアル追跡技術

GEAはSCHOTTおよびHEUFTと協力して、製薬業界

がEUの 薬物偽造防止指令を遵守でき、自社の商標お

よび特許権を守り、 終的に患者の保護に役立つバイ

アル瓶のトレーサビリティを可能にする技術開発を行い

まし た。

刻一刻と時間は迫っています。欧州委員会保健衛生・

食品安全総局は、改訂された医薬品指令をもうすぐ実

行します。製薬メーカーは自社の医薬品を次のEU指令

の要件に適用させるための準備期間が限られています。

それが一時的もしくは恒久的な法案のいずれの場合で

あっても、100％バイアル瓶のトレーサビリティは製薬業

界の凍結乾燥分野においてますます重要になっていま

す。現在の状況ではトレーサビリティはバッチ単位でし

か行うことができず、バイアル瓶の凍結乾燥機内での時

間や位置、又は状態（例えば、重量）に関する情報はほ

とんど得られません。基本的にすべてのバ イアルは同

じかつ無記名です。理想的な状況は「すべてのバイアル

に名前があること」で、１本ずつ紐付けされ、追跡しよう

とした際に追跡することができることです。

継続的な監視と全システム トレーサビリティ: 

LYODATA™

この一次包装の連続的なトレーサビリティ用の新

しいシステムは完全なプロセスと製品データの

バックアップをも含み、理想的な解決法となって

いま す。LYODATA™は、独自のマーキング、明

確な識別、一次包装医薬品の一貫したトレーサビ

リティを提供し、薬物の偽造を事実上不可能にし

ます。このシステムは連続品質検査および100％

のラインクリアランス、正確なサンプリングを提

供します。

明確な間違いようのないマーキングとレーザー

コードとコード認識によるバイアルやコンテ

ナー内の医薬製品のトレーサビリティを確実に

することで、このシステムは一次包装からのプ

ロセスや製品のモニタリングデータの他、最終

製品に至るまでのグレーディングと凍結乾燥を

も含むことになりました。

ユニークなマーキングと確実な検出

SCHOTT社の技術は生産中にバイアル瓶またはボ

トルに2Dバーコードをレーザーマーキングするた

めに使用されます。HEUFT社の革新的なオールラ

ウンドコード検証システムはGEAの自動ローディ

ング／アンローディングシステム（ALUS™）に組

み込み可能です。また、oRABS、cRABSおよびア

イソレータでの使用にも適しており、（GS1）

コーディングをチェックしま す。毎分500本まで

のローディング速度が実現可能で、各バイアル瓶

は凍結乾燥の前後に完全検査を受けます。

それぞれのサンプルにユニークな識別コードを付

加することで、凍結乾燥プロセス中での紐付けを

行い、プロセス中のデータとバイアル瓶へのリア

ルタイムでのアクセスで、お客様の使用の為に

データを文書化することを可能にすることができ、

GEAはバイアル瓶の 100％トレーサビリティを実

現しました。これは薬物 の偽造を防ぎ、知的財産

を保護するだけでなく、患者の健康を維持するの

にも役立ちます。

それが一時的もしくは恒久的な法案に関係なく、100％
バイアル追跡技術は製薬業界の凍結乾燥分野におい
てますます重要な事項になりつつあります
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GEAは長年の経験と知識を生かし、血漿プロセス用の一貫し

た製造装置を開発しました。これには制御された析出、固体／

液体分離用の遠心分離と濾過、過熱と科学的不活性 化、限外

濾過／透析濾過、ナノ濾過、クロマトグラフィー と正確な濾過コ

ントロールを含んでおります。

GEAは分画、濃縮、ウイルスの不活化の前後の工程、精製と

バッファー、貯蔵と移送の為のプラントや機器を供給致します。

さらに、用途に応じて血漿は60分以内に-30℃まで凍結する必

要があります。 GEAはこのような極低温を正確に維持するた

めの装置を供給することができます。

高品質の血漿製造に不可欠な部分は一体となったCIP／SIP 

システムです。GEAはお客様の要求条件を満たす効率的な洗

浄と滅菌プロセスをご提案いたします。また、無菌媒体を適時、

適切な場所に確実に供給できるようにします。私たちはモバイ

ル型洗浄機から調合済みの洗浄液を供給するCIP 装置に継

がる独立型の洗浄システムを提供します。

GEAの実績のあるHyconセパレーターを統合して完全な自動

排出を可能にし、時間を節約し、製品とオペレータの両方にとっ

てより安全なプロセスを実現します。

CIPとSIPにより全ての工程が、冷却下で無菌での取扱いが

保証されねばなりません。

どのようなプロセスプラントを必要とされても － 分割から製品

の製造を、例えばイムノグロブリン又はヒトアルブ ミンをファク

ターVIII /ファクターIXへといった － 私たちの幅広いプラントの

考え方により、あらゆる作業が安全 で経済的に必要とされる

要求条件を考慮して、実施されます。

当社は世界中の血漿分割プラントを計画し、建設してまいりま

した。

必須プロセス要件

• 精緻な温度コントロールとあらかじめ決められた通りの攪

拌による血漿の優しい解凍

• 血漿画分を分離するための遠心分離器もしくは濾過によ

る固体／液体分離のための適切な条件

• ファクターIX製造用の溶出液を得るための特殊濾過技術

• すべての画分を析出するための正確な温度制御

• 適化された無菌設計

• 析出媒体投与時の排出規制への準拠

血液処理
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先端のイムノグロブリン生産

GEAは免疫グロブリン（IgG）の新しい製造プラントを責任施工

しました。それには、年間PEQ（血漿同等）の生産量 300万リッ

トルの能力の詳細設計をも含まれておりました。

全工程は 終の処方された製品を製造する為沈殿物をサス

ペンディングすることにより始まり、それにはいくつかの異なる

処理とウイルスの不活性化のステップが含まれています。

－例えばタンパク質混入物除去の為の深層濾過、残留 不純

物除去のアニオン交換クロマトグラフィー、透析／限外ろ過に

よるプロセス残留物の除去、タンパク質濃縮そして、又はナノ

濾過による非常に小さな粒子の除去。 － これら全てはGEA

の医薬品やバッファータンク（1000〜8000L）を使用して供給さ

れます。

詳細設計段階を通してP＆ID（プロセスフロー図）の絶え間の

ない改良を行うことで 新の技術革新がグロブリンの製造プロ

セスに生かされています。

さまざまな維持管理や操作の容易さの側面だけでなく、個々の

設備分野の性能を追求した結果、将来的な可能性（生産量や

利益において）を可能します。高い自動化技術 により、プロセ

スの一貫性と製品品質を確実なものにしています。

洗浄および滅菌プロセス（CIP、SIP）を含めた設備の完全自動

化は、設備自身がほぼ自律的に稼動することを確実に します。

結果は、効率的な製造プロセスであり、プラントは高い技術と

ウイルス安全性と純度基準を基にしており、このことで患者様

も高品質な免疫グロブリンが投与されているとの確信と安心感

を持つことができます。
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TEL 03（6262）0853(代) FAX 03（6262）0854
横浜テクニカルセンター 〒223-0057    神奈川県横浜市港北区新羽町286-1

TEL 045（834）9090(代) FAX 045（834）9991
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